
男子シングルス本戦

男子ダブルス本戦
原 康之 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ       吉田 幸太郎 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

中林 高広 )( HKクラブ  中島 傑 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

)(               )(              
)(               )(              

)(               中嶋泰裕 )( あさき     
)(               平岡 陽 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

入江 猛 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   )(              

小峰 直 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ       )(              

)(               )(              
)(               )(              

松岡 慎一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   上原 浩路 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

藤島 翔太郎 )( 東洋組    横田 文平 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

羽入田 浩司 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   四十八願 淳一 )( KTCo     

林 崇 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   笠井 佑史 )( KTCo     

)(               )(              
)(               )(              

)(               鈴木 孝明 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  
)(               大沢 隆男 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

吉田 清吾 )( ﾊﾋﾟﾈｽ     )(              

吉岡 孝洋 )( ﾊﾋﾟﾈｽ     )(              

)(               )(              
)(               )(              

岩淵 毅 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   須藤 亨 )( 一般       

長野 誠 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   池上 雅人 )( 霞ヶ関    

----- ３位決定戦 -----
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1. 中島 傑 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   17. 加藤 正浩 )( PTC       

2. )(               18. )(              

3. )(               19. )(              

4. 青木 重男 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ       20. 川越 淳一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

5. 上原 浩路 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   21. 羽入田 浩司 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

6. )(               22. )(              

7. )(               23. )(              

8. 藤島 翔太郎 )( 東洋組    24. 池上 雅人 )( 霞ヶ関    

9. 笠井 佑史 )( ＫＴＣo     25. 原 康之 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ      

10. )(               26. )(              

11. )(               27. )(              

12. 清水 芳則 )( ｲﾝﾄﾞｱ      28. 御手洗 貴史 )( 市役所    

13. 吉田 圭吾 )( ﾘﾄﾌﾟﾘ       29. 大越 剛 )( ﾛｲﾔﾙＰ   

14. )(               30. )(              

15. )(               31. )(              

----- ３位決定戦 -----

16. 横田 文平 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ   32. 松岡 慎一 )( ﾗﾌﾞｵｰﾙ  

【シード順位】
1 中島 傑                 5 原 康之
2 松岡 慎一              6 横田 文平
3 笠井 佑史              7 藤島翔太郎
4 池上 雅人              8 加藤 正浩

抽選

抽選

【シード順位】
1 原・中林                5 松岡・藤島
2 須藤・池上             6 岩淵・長野
3 羽入田・林             7 四十八願・笠井
4 上原・横田             8 吉田・中島

抽選

抽選

2004年度 川越市市民体育祭 テニスの部 2004-08-24

川越市テニス協会




